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モバイル事業構造変化への対応 

Thank you  
Message 

お客様の声【キメゴコロ賞】 

ドコモショップ 小室直之さんより 

お客様の声【キメゴコロ賞】 

ドコモショップ 海老原聖華さんより 

お客様の声【キメゴコロ賞】 

ドコモショップ 木村悠佳子さんより 

お客様より称賛の声 
  

日頃のお客様対応が認められるというのは素直に嬉しいで
す。ありがとうございます。一期一会の精神を大切にし、 

今後の応対もお客様が、「この人に対応してもらって良かった」と思ってもらえるような
楽しく、お客様の気持ちに寄り添った応対を心掛けます。 

日頃受付をする際には「どうすればお客様に信頼して
もらえるか」ということを常に考えながら業務に当
たっています。今後も一人でも多くのお客様に笑顔で
お帰り頂ける様精進していきたいです！ 

細かいところや些細な不安まで丁寧に説明して頂きました。器械が苦手な私が納得する
まで説明して頂きました。とても信頼できるスタッフだと思います。ありがとうござい
ました。これからもよろしくお願いします。 

受付カウンターの海老原さんに長時間にわたり応対して頂
いたのですが、こちらの質問に嫌な顔せずに一つせずに分
かりやすく説明して頂き、ありがとうござました。帰りが
夜遅くなってしまったのですが気分良く帰る事ができまし
た。本当にありがとうございました。 

予算から機種の取り扱いかたまで、分かりやすく説明して
くれました。さらに初めて使用するスマートフォン対して、
相手の立場に立った応対には感無量です。ドコモの社員教
育が徹底していると感じました。 

今後スタッフ全員がキメゴコロ賞を頂けるようなお店にしていきたいと思います。 
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モバイル事業構造変化への対応 

お客様の声【キメゴコロ賞】 

DS竜ヶ崎 高橋遥さんより 

お客様の声【キメゴコロ賞】 

ドコモショップ 飯田美由紀さんより 

お客様の声【キメゴコロ賞】 

ドコモショップ 柴田侑奈さんより 

店舗に配属されて約2か月が経ちました。日々、笑顔と
元気な対応を意識し応対に臨んでいます。これからもお
客様の立場になって考えられるような応対を目指し、知
識、提案スキルの向上に努めていきます。 

私はいつもお客様に楽しいと思って頂ける様な応対を心掛けています。今回キメゴコ
ロ賞を頂いてとても嬉しく励みになりました。今後も私の応対に満足して頂き自分宛
のファンを増やせるように努力します。 

入社して初の受賞のため、とてもうれしいです。今後
も、少しでもお客様のためになることを考え提案をす
る、というスタイルを変えずに応対します。 

初めて飯田さんに応対して頂きましたが、不明な点は関
係個所に問い合わせを行い確実に説明して下さったので
信頼する事ができて良かったです。 
また飯田さんに応対をお願いしたいと思いました。 

充電器の故障や解約手続きで来店しました。解約だけで終わると思いきや、今よ
り安くなる料金プランを提案して頂きました。また、長年使っていて分からな
かった昨日も知ることが出来ました。ありがとうございました。 

新人の高橋さんが担当して下さりました。分からない事は後ろにいらっしゃったs
先輩に聞きながらの応対でしたが、真面目に一所懸命で嬉しかったです。あれこ
れした質問や変更などの応対も丁寧で良かったです。 
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モバイル事業構造変化への対応 

お客様の声 
こちらのニーズに合わせた商品提案、そし
て利用している機種の状態を踏まえた上で
商品のメリット・デメリットについて説明
して下さいました。高額な買い物になるの
でバッテリー交換だけにしようか迷ってお
りましたが、店舗キャンペーンについても
教えて頂き、機種変更の機会を下さった商
品説明とカウンター受付の方々ありがとう
ございました。応対の良さにカウンター受
付の方へコインを渡しました。 

DS上野駅前店の目崎さん・栗原さん、DS水戸南店の浅野さん がお客様より
感謝のお声をいただき、Thank you! MESSAGE 8月号へ掲載されました
のでご紹介いたします。 

身だしなみに気を使われていて、何より店
舗に入った時に見た笑顔が本当にすてきで
した。不明点はもちろんの事、分かりやす
く説明して下さり、次回も指名したいと思
います。お客さま応対ではどんな質問や言
葉が出てくるか分からない中、浅野さんご
自身がお客さま目線で応対して下さってい
る事に感銘を受けました。また浅野さんに
お願いしたいと思います。ありがとうござ
いました。 

ドコモショップ 浅野さん
へ 

ドコモショップ 
目崎さん 栗原さんへ 

お客様の声 
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人財ビジネスの推進 

グローバル事業 

7月21日(金) にグローバル意見交換会を龍ケ崎市内
で実施致しました。 
 
アドバンスに限らず社会のグローバル化は加速度的
に浸透してきています。 
どんな考えを持って日本で働いているのか、未来を
どう考えているのかなど、きっと私たちが想像して
いる所とは違うモノの考え方や捉え方をしているは
ずです。 
この会の目的は、意見交換会を通じて、相互の理解
と親善を深め、アドバンスの活性化を図ることです。 

意見交換会 開催しました。 

グローバル意見交換会を開催するにあたって、参加者を募集したところ、54名のスタッフが手
を挙げてくれました。今回はその中から、7月～10月にかけて19名のスタッフを選抜させて頂
きました。 

「なぜ日本なのか」を色々と
聞いた際、きっかけは様々で
したが、「日本が好き」と全
員が共通して言葉にしていた
ことが印象に残っています。
また、海外で暮らしていくこ
とに不安がないか聞いたとき
にも「チャレンジ」という言
葉を笑顔で話しているのを聞
いて、特に刺激を受けました。 

auショップ 
若松登店長 

参加者の声 

留学生 筑波大学生/ロシア出身 茨城大学生/ベトナム出身 

グローバル勉強会参加者 ドコモショップ 
 ジャルガル・エレデネ･オチルさん 

ドコモショップ 
 李紀さん 

ドコモショップ 
 徐鴻敏さん 

本社 
 郭恩嘉さん 

意見交換会参加者 auショップ 
 若松登店長 

ドコモショップ 
 龍崎篤史さん 

ドコモショップ 
 山本めぐみさん 

法人営業 
 矢萩利明さん 

グローバル事業部 生井沢友幸L ゲゥェン･ホン･ソンさん 劉珂彬さん 
営業本部 佐藤社長 山田常務 新江MG 

第1回 

第1回参加者 

この意見交換会をきっかけに、海外の文化や考え方を知って、より良い未来を創りましょう！ 

乾杯(ドコモショップ 徐鴻敏さん) 
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人財の育成 

 7月下旬～8月上旬にかけて、2018年内定者向けの研修を計3回開催しました。 
 研修テーマは『アドバンスの接客、感動の接客を知る』です。接客業の魅力、笑顔の
大切さ、挨拶の必要性について学びました。 
 ロールプレイングやグループワークを多く取り入れることで考える時間を増やし、接客業・
仕事観を強く印象付けるものになりました。 

内定者懇談会開催！ 

8月は横須賀にある 
ドコモ研究施設へ見学に
行きます！ 

内定者からは、「お客様の喜びや
感謝が直接やりがいにつながる
魅力的な仕事だと感じた」「接客
業の魅力や笑顔の大切さを知る
ことができたので、入社前から意
識していきたい」「自分自身が仕
事を楽しんで行うという発想は
初めてで新鮮だった」という感想
がありました。 

 研修の後は佐藤社長、
中島部長、生井沢Lを交
えて懇親会を行いました！ 

アドバンスで仕事をしていて
感じたこと、働くということにつ
いての覚悟、グローバル事業
の発展など、熱い話が繰り
広げられていました。 
 内定者同士の懇親も深ま
り、アドバンスの仕事観や雰
囲気を伝えることが出来る
懇親会となりました。 
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人財の育成 

 第二弾パワーアップ研修を開始しました。  
 7月～8月にかけて計6回開催し、102名
のスタッフが参加します。今回はスタッフ・リー
ダー混合で参加者を絞り、店舗責任者が
中心となり実施しました。パワーアップ研修
Ⅱでは、基本行動の振り返り、笑顔の重要
性、挨拶の意味、「販売業」と「接客業」の
違いについて中心に学びました。 
 

スタッフそれぞれ、今後、店舗でどう行動していくかの目標も決めたようです。 
店舗へ落とし込めるよう行動し、お客様の心に寄り添える接客を継続しましょう！ 

パワーアップ研修Ⅱの目的 
①元気な挨拶が出来る 
②素敵な笑顔が出来る 
③好印象な身嗜み 
④好印象な立ち居振る舞い 

挨拶4つの要素 
 ①表情 ②姿勢 
 ③声     ④心 

 研修に参加したスタッフは、「基本行動の重要性を再度確認できた」「活気のある店舗づ
くりの為に、挨拶リーダーとして率先して笑顔や声を意識する」「背中を見せ、店舗スタッフを
巻き込んでいきたい」「PDCAを考え、確実に実行していく」などの感想が挙げられました。 

パワーアップ研修Ⅱスタート 

8 VOL.198 



人財の育成 

大人になれば、夢を語ることが少なくなってしまうと言われて

います。仕事に就いてしまうと忙しくなってしまい、将来のこ

とを真剣に考える時間がないのかもしれません。しかし、大人

になってからこそ、自分の夢を確認することが大切なのではな

いでしょうか。ドリームツリーでは、体験したこと、得意なこ 

22期第11回アドバンス塾 

◆開催日時 
  8月28日(月) 
  10:00~13:00 
◆場所 
  DS佐貫３F 
◆参加料 
  1,000円 

ドリームツリー塾 

とや長所、夢や仕事が周りに与える影響などを書き出すことで、ココロをカタチにし夢を発見

するツールです。夢には人を元気にする力があります。大きな夢に挑戦している人の姿は私た

ちを感動させ、勇気を与えてくれます。夢に挑戦できる人、他の人の夢を応援できる人、元気

な若者として社会に貢献するはじめの一歩にドリームツリー塾へ参加してみませんか？ 

米国CCE, Inc. 認定ＧＣＤＦ−Japanキャ
リアカウンセラー 産業カウンセラー・
ドリームツリーインストラクター 淑徳大
学社会福祉学部社会福祉学科卒業 静岡
県沼津市生まれの茨城育ち 
 
2003年にキャリアカウンセラー・産業
カウンセラーの資格を取得。2004年に 

川村貴子先生 プロフィール 

公式HPより 

みんなの心に  の樹を！ 夢 

独立。2011年からメンターが主催する植田道場の道場生と
なり、心のエンジン・心のプロセスなどのカリキュラムの研
鑽を積む。現在は、一般企業・行政・教育機関・職業訓練校
などで幅広くセミナーやキャリアカウンセリングを行ってい
る。特に、現在は自分自身がまさしくワーキングマザー（小
学生と保育園児の男の子）であることから、ワーキングマ
ザーを対象としたセミナーや女性活躍推進のセミナーに力を
注いでいる。 

アドバンスワーク顧問 
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人財の育成 

 22期第10回のアドバンス

塾は4度目の開催、大人気講

師の重太みゆき先生の『CS

塾』でした。 

22期第10回アドバンス塾 

◆開催日時：7月21日(金) 
◆場 所  ：ガーデン邸宅 
                          アルシェ 
◆参加料 ：3,000円 

CS塾 

 今回、CSということでお仕事にもプライベートにも活かせられそうだなと

思い、塾に参加させて頂きました。第一印象は3秒で決まるという事でいかに

その3秒が、大事かを重田先生の実体験をお話しを聞いて考えることができま

した。笑顔の体操やアピールの仕方などお仕事に活かせる内容をレクチャーし

て頂いたので、今度は自分のものにできるように日々頑張ります。 

印象・表現力向上による
パワーアップ 

 私は2月にサポートからドコモショップに異動になり、店頭での接客の大変さ

を実感していました。特に笑顔をつくることが苦手だったため、印象・表現力

を向上させようと思い、今回のCS塾に参加させていただきました。講師の重田

先生はTVで観た通りのとても明るい方でしたが、昔から明るかった訳ではなく、

様々な苦労を重ねて、とても努力をしてきたということを知り驚きました。今

回のCS塾では、まばたきの回数やあごの角度など細かい仕草で相手の印象が変

わるということや、歩く、座るなどの基本動作にも男女それぞれ好印象を与え

る仕草があるということを学びました。また、時々講習中の様子を撮影したビ

デオを再生してもらい、客観的に自分たちの仕草を確認することが出来ました。

今回のCS塾で学んだことを店舗で実践し、自分だけでなく店舗全体のCS向上

に努めていきたいと思います。 

ソフトバンク 
宇井七海さん 

ドコモショップ
石田宏幸さん 

 13名の男性スタッフを含む34名が参加しました。

印象・表現力をアップさせることで、お客様をファ

ンにし、販売(接客)も 

上手くいって、自分に自信がついて、プライベート

も充実する！まさにライフワークの充実につながる

きっかけになったようです。成果にも期待です♪ 笑顔の練習の成果はいかがですか？ 
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人財の育成 

22期社員旅行、最終班は大阪旅行です。7月4日～6日（1班）11日～13日（2班）の

2泊3日で、合計71名の参加者で実施されました。 

22期社員旅行 

大阪旅行～予告編～ 
  

7月 4日～  6日 
11日～13日（2泊3日） 
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人財の育成 

大阪城 

住吉大社 

造幣局 
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人財の育成 

  

10月おすすめ講座  

ADF活用！SMBCセミナー案内 

 ５（木）５Sで簡単！職場の整理整頓 
１７（火）チームで成果を上げる チームビルディングの進め方 
２５（水）売れる！ 最強のセールス・トーク術 

無料で受講できますのでどんどん参加してください！上記以外の

講座は、左のQRコードから確認できます。興味のある方は、上長

まで申し込みの相談をお願いします。 

 
 
 
ソフトバンク 山根さんの受講の感想、感じたことなど、セミナー受講報告
書から一部抜粋してご紹介します。 
 
７月4日（火）14:00-17:00 
受講セミナー『言いたいことは1分で！10倍伝わる話し方』 
 
 
【明日から自社で、実行してみたいこと】 
 ①話をする前に話す内容を組み立てる。 
   論点・論拠・結論 
 ②伝えたつもりをなくす為に相手が分かる言葉で話す、 
    理解をしているか確認をする。 
 ③１つの文を短くする。 
 ④5大ゴミ用語を意識して減らす。 
   「えー」「あのー」「～させていただきます」 
   「～したいと思います」「～の方」「本当に」の連呼 
まず、接客の中だけでなく社内でも、会話を増やし、話を聞きたいと思って
もらえるように学んだ事を実践していきます。 

セミナー受講の感想 

ソフトバンク 
山根知之さん 

毎月参加者が増えてきています！皆さんぜひ自己成

長につなげていってください！ 
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ライフワーク充実 

 ７月１２日 第31回アドバンスカップが、茨城県潮来市の

「ジェイゴルフ霞ヶ浦」にて開催されました！ 

Advance CUP 
Golf Tournament 

炎天下ではありましたが、３０名の参加

者はゴルフを真剣勝負で満喫しました！ 

以前からゴルフに興味はありましたが、とてもお金がかかる事やゴルフ

をやる機会がなく少々ネガティブなイメージを持っていました。しかし、

店長から打ちっぱなしに誘って頂いた事をきっかけにイメージが大きく

変わり、コースに行っても思っているよりもずっと安く、非日常の自然

の中でのプレーをする事に感動しました。何よりアドバンスカップでは

普段交流する機会の少ない社内外の方々ともゴルフという共通の趣味で

すぐに打ち解ける事ができました。もし、やってみようか迷っている方

は是非思い切って始めてみて下さい！ 

第31回アドバンスカップ優勝者 
吉富 純平さん（ドコモショップ） 
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社会貢献の取組 

市民，事業者及び行政のパートナーシップによる，美しく，質の高い街育てを推進する
ことを目的とし，身近な公園や歩行者専用道路などの公共施設を「我が子」に見たて、
地域住民の方々に「里親」として親代わりになり、我が子に注ぐ愛情と同様に簡単な施
設管理や環境美化活動をすることです。 

本社から徒歩8分ぐらいの場所です！ 

龍ケ崎 地域清掃 

日時：9月20日(水) 

次回の 

am8:40-am9:10 

天候その他諸状況により変更になる 
場合があります。 

アドバンスでは毎月の地域清掃区域の
中で、毎月１回、竜ヶ崎店舗スタッフ、
本社スタッフで、利用する子供たちが
安全に遊べるように清掃活動を実施し
ています。 
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アドバンスニュースに掲載された個人情報については、編集室が他の目的に
使用することは一切ありません。 
アドバンスニュースには個人情報・会社情報が掲載されております。第三者
の目のふれる場所等には残置せず、また、廃棄の際には十分な注意をお願い
します。 
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